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(57)【要約】
【課題】高度なロボット等を用いるまでもなく、ローラ
の回転により金属板の曲げや折り返し等を効率的に行え
る成形方法を提供する。
【解決手段】本発明は、金属板（Ｍ）の外縁部（Ｍｅ）
の外表面にローラ（１）の成形面（１０）を当接させて
、外縁部を内側へ曲げる曲げ工程を備える金属板の成形
方法である。ローラの成形面は、ローラの回転軸（Ａ）
まわりの第１位相（θ１）において回転軸に対して第１
角度（α１）を有する第１輪郭線から、回転軸まわりに
第１位相より進んだ第２位相（θ２）において回転軸に
対して第１角度より大きい第２角度（α２）を有する第
２輪郭線まで、回転軸まわりに連なる連続面からなる。
ローラの回転により、金属板の外縁部はＬ字状に曲げら
れたり、折り返される。本発明の成形方法は、例えば、
パネル等のヘミング加工に利用される。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板の外縁部の外側表面にローラの成形面を当接させて該外縁部を内側へ曲げる曲げ
工程を備える金属板の成形方法であって、
　該ローラの成形面は、該ローラの回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に
対して第１角度（α１）を有する第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進ん
だ第２位相（θ２）において該回転軸に対して該第１角度より大きい第２角度（α２）を
有する第２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続面からなる金属板の成形方法。
【請求項２】
　前記第１角度（α１）と前記第２角度（α２）は、０°≦α１＜α２≦９０°を満たす
請求項１に記載の金属板の成形方法。
【請求項３】
　前記第１角度（α１）は略０°であり、前記第２角度（α２）は略９０°である請求項
２に記載の金属板の成形方法。
【請求項４】
　前記回転軸は、前記ローラにより曲げられる前の前記外縁部の外側表面に略平行である
請求項１～３のいずれかに記載の金属板の成形方法。
【請求項５】
　金属板の外縁部の外側表面にローラの成形面を当接させて該外縁部を内側へ曲げる曲げ
工程を備える金属板の成形方法であって、
　該ローラの成形面は、該ローラの回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に
対して第１距離（ｒ１）を有する第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進ん
だ第２位相（θ２）において該回転軸に対して該第１距離より大きい第２距離（ｒ２）を
有する第２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続面からなる金属板の成形方法。
【請求項６】
　前記回転軸は、前記ローラにより曲げられる前の前記外縁部の外側表面に略垂直である
請求項５に記載の金属板の成形方法。
【請求項７】
　前記成形面は、少なくとも前記第１位相付近に、前記外縁部の外側表面との当接を補助
する補助部を有する請求項５または６に記載の金属板の成形方法。
【請求項８】
　前記連続面は、直線状の線分を前記回転軸まわりに移動させた軌跡からなる請求項１～
７のいずれかに記載の金属板の成形方法。
【請求項９】
　前記曲げ工程は、
　前記外縁部を曲げる第１曲げ工程と、
　該第１曲げ工程後の外縁部をさらに曲げる第２曲げ工程と、
　を備える請求項１～８のいずれかに記載の金属板の成形方法。
【請求項１０】
　前記第１曲げ工程は、前記外縁部を略０°から略９０°まで曲げ、
　前記第２曲げ工程は、該外縁部を略９０°から略１８０°まで曲げる請求項９に記載の
金属板の成形方法。
【請求項１１】
　前記曲げ工程は、前記回転軸を前記外縁部に沿って移動させつつなされる請求項１～１
０のいずれかに記載の金属板の成形方法。
【請求項１２】
　前記金属板はアウターパネルであり、
　該アウターパネルの外縁部を折り曲げて、該アウターパネルの内側に配設したインナー
パネルの外縁部を包み込むヘミング加工がなされる請求項１～１１のいずれかに記載の金
属板の成形方法。
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【請求項１３】
　金属板の外縁部の外側表面に当接して該外縁部を内側へ曲げる成形面を有する金属板の
成形に用いるローラであって、
　該成形面は、該ローラの回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に対して第
１角度（α１）を有する第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位
相（θ２）において該回転軸に対して該第１角度より大きい第２角度（α２）を有する第
２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続面からなるローラ。
【請求項１４】
　金属板の外縁部の外側表面に当接して該外縁部を内側へ曲げる成形面を有する金属板の
成形に用いるローラであって、
　該成形面は、該ローラの回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に対して第
１距離（ｒ１）を有する第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位
相（θ２）において該回転軸に対して該第１距離より大きい第２距離（ｒ２）を有する第
２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続面からなるローラ。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のローラと、
　該ローラの成形面を前記金属板の外縁部の外側表面に当接させつつ該ローラを回転させ
得る回転手段と、
　を備える金属板の成形装置。
【請求項１６】
　さらに、前記ローラを前記外縁部に沿って移動させ得る移動手段を備える請求項１５に
記載の金属板の成形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属板の外縁部を曲げる方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属板を切断、型抜き、プレス等した板金製品は、各種分野で用いられている。その代
表例として、自動車のボディを構成するフードパネルやドアパネル等がある。
【０００３】
　板金製品の外縁部には、補強、安全対策、重ね合わせた金属板同士の接合等のため、端
部を折り曲げるヘミング加工が施される。ヘミング加工は、金属板単体の端部を折り返す
場合もあれば、外側にある金属板（例えばアウターパネル）の外縁部を折り返して、その
内側にある金属板（例えばインナーパネル）の外縁部を包み込んで挟持、接合等する場合
もある。
【０００４】
　ヘミング加工は、一般的に、成形金型（ヘム刃）を用いて金属板の外縁部を折り曲げる
と共に、その折り曲げた外縁部を平潰してなされる。最近では、金属板の外縁部に沿って
成形ローラ（ヘムローラ）を転動させ、その転圧によりヘミング加工を行うローラ式ヘミ
ング加工も行われている。ローラ式ヘミング加工に関連する記載は、例えば、下記の特許
文献にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－４１９７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１は、金属板に当接する転圧面が円筒面からなるローラについて記載している
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。円筒面は、中心軸まわりに、等距離で平行な線分（母線）を回転させた軌跡として規定
される。特許文献１に記載はないが、円錐面の一部を転圧面としたローラも用いられてい
る。円錐面は、中心軸まわりに、一定角度を有する線分（母線）を回転させた軌跡として
規定される。
【０００７】
　本発明はこのような事情を踏まえて為されたものであり、従来とは異なる新たなローラ
を用いた金属板の成形方法等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者はこの課題を解決すべく鋭意研究した結果、ロボット等により複雑な動作をさ
せるまでもなく、効率的に金属板の外縁部を曲げ加工できるローラを着想および具現化し
た。この成果を発展させることにより、以降に述べる本発明を完成するに至った。
【０００９】
《金属板の成形方法》
（１）本発明は、金属板の外縁部の外側表面にローラの成形面を当接させて該外縁部を内
側へ曲げる曲げ工程を備える金属板の成形方法であって、該ローラの成形面は、該ローラ
の回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に対して第１角度（α１）を有する
第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位相（θ２）において該回
転軸に対して該第１角度より大きい第２角度（α２）を有する第２輪郭線まで、該回転軸
まわりに連なる連続面からなる金属板の成形方法である。
【００１０】
（２）また本発明は、金属板の外縁部の外側表面にローラの成形面を当接させて該外縁部
を内側へ曲げる曲げ工程を備える金属板の成形方法であって、該ローラの成形面は、該ロ
ーラの回転軸まわりの第１位相（θ１）において該回転軸に対して第１距離（ｒ１）を有
する第１輪郭線から、該回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位相（θ２）において
該回転軸に対して該第１距離より大きい第２距離（ｒ２）を有する第２輪郭線まで、該回
転軸まわりに連なる連続面からなる金属板の成形方法である。
【００１１】
（３）本発明の金属板の成形方法（単に「成形方法」という。）によれば、ローラ１回転
毎に、金属板の外縁部の所定域を曲げることができる。このローラを金属板の外縁部に沿
って移動させれば、金属板の外縁部の加工予定域全体を順次（逐次）曲げることもできる
。
【００１２】
　また本発明の成形方法によれば、ローラの回転軸の姿勢（角度）を維持したまま金属板
の外縁部を曲げることができる。このため本発明は、ローラの回転とローラの外縁部に沿
った移動が可能な装置があれば実施でき、回転軸の姿勢（向き）を複雑に変化させ得るロ
ボット等は必ずしも必要ではなく、曲げ加工の自由度が大きい。
【００１３】
《ローラ》
　本発明は、上述した成形方法に用いられるローラとしても把握される。
【００１４】
（１）本発明は、金属板の外縁部の外側表面に当接して該外縁部を内側へ曲げる成形面を
有する金属板の成形に用いるローラであって、該成形面は、該ローラの回転軸まわりの第
１位相（θ１）において該回転軸に対して第１角度（α１）を有する第１輪郭線から、該
回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位相（θ２）において該回転軸に対して該第１
角度より大きい第２角度（α２）を有する第２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続
面からなるローラでもよい。このようなローラを、適宜、「第１ローラ」という。
【００１５】
（２）本発明は、金属板の外縁部の外側表面に当接して該外縁部を内側へ曲げる成形面を
有する金属板の成形に用いるローラであって、該成形面は、該ローラの回転軸まわりの第
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１位相（θ１）において該回転軸に対して第１距離（ｒ１）を有する第１輪郭線から、該
回転軸まわりに該第１位相より進んだ第２位相（θ２）において該回転軸に対して該第１
距離より大きい第２距離（ｒ２）を有する第２輪郭線まで、該回転軸まわりに連なる連続
面からなるローラでもよい。このようなローラを、適宜、「第２ローラ」という。
【００１６】
《金属板の成形装置》
　本発明は、上述した成形方法を行える成形装置としても把握される。すなわち、本発明
は、上述したローラと、該ローラの成形面を前記金属板の外縁部の外側表面に当接させつ
つ該ローラを回転させ得る回転手段と、を備える金属板の成形装置でもよい。
【００１７】
　さらに本発明の金属板の成形装置（単に「成形装置」という。）は、前記ローラを前記
外縁部に沿って移動させる移動手段を備えるとよい。これにより、金属板の外縁部を広域
にわたって効率的に曲げることができる。
【００１８】
　成形装置は、例えば、ローラを回転させるモータ（回転手段）とローラ（回転軸）を移
動させるモータ（移動手段）とを備え、ローラを回転させながら、金属板の外縁部に沿っ
て走行できる装置であるとよい。勿論、ヘミング加工等に用いられている従来のロボット
を、回転手段や移動手段を備えた成形装置として用いてもよい。
【００１９】
《金属成形品》
　さらに本発明は、上述した成形方法（製造方法）により得られる金属成形品（単に「成
形品」という。）としても把握される。成形品は、中間品でも完成品でもよい。成形品は
、金属板の外縁部が、所定角度（例えばＬ字状）に曲げられたものでもよいし、折り返さ
れたものでもよい。金属板の外縁部が折り返された成形品は、その折り返し部の内側に他
の部材（金属板等）を内包、挟持、接合等してもよい。
【００２０】
《その他》
　特に断らない限り本明細書でいう「ｘ～ｙ」は下限値ｘおよび上限値ｙを含む。本明細
書に記載した種々の数値または数値範囲に含まれる任意の数値を新たな下限値または上限
値として「ａ～ｂ」のような範囲を新設し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】第１ローラを例示する斜視図である。
【図１Ｂ】そのローラと曲げ前の金属板（外縁部）を示す正面図である。
【図２Ａ】そのローラを用いて金属板の外縁部を曲げる第１曲げ工程を模式的に示す説明
図である。
【図２Ｂ】そのローラを用いて金属板の外縁部をさらに曲げる第２曲げ工程を模式的に示
す説明図である。
【図３】第２ローラを例示する斜視図である。
【図４Ａ】そのローラを用いて金属板の外縁部を曲げる第１曲げ工程を模式的に示す説明
図である。
【図４Ｂ】そのローラを用いて金属板の外縁部をさらに曲げる第２曲げ工程を模式的に示
す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の構成要素に、本明細書中から任意に選択した一つまたは二つ以上の構成要素を
付加し得る。本明細書で説明する内容は、本発明の成形方法、成形装置、ローラまたはそ
の成形方法により得られた成形品等にも適宜該当する。方法的な構成要素であっても物に
関する構成要素ともなり得る。いずれの実施形態が最良であるか否かは、対象、要求性能
等によって異なる。
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【００２３】
《金属板》
　本発明に係る金属板は、曲げ加工が可能な金属基材からなれば、純金属製、合金製、複
合材製等のいずれでもよい。金属板は、例えば、鉄（鋼）板、アルミニウム（合金）板、
マグネシウム（合金）板などである。代表例である金属板は、軟鋼板、ベイクハード鋼板
（ＢＨ鋼板）、アルミニウム合金板（５０００系合金板、６０００系合金板等系）等から
なる自動車用外板である。
【００２４】
　曲げられる領域は、金属板の外縁部の一部でも全部でもよい。曲げられる外縁部の幅や
長さ等は適宜、調整され得る。本明細書では、説明の便宜上、ローラの成形面に当接する
側を「外側」、その反対面側（曲げ方向側）を「内側」という。
【００２５】
《ローラ》
（１）ローラは、例えば、回転軸まわりの基礎円筒に、所定の輪郭曲面が形成されたカム
状の部材である。その輪郭曲面によりローラの成形面が構成される。
【００２６】
　金属板の外側表面（単に「外表面」または「表面」ともいう。）と成形面の当接部（「
作用点」という。）は、点状または線状でもよい。ローラは、作用点の軌跡が平面状とな
る平面カム状でも、立体状となる立体カム状でもよい。またローラは、作用点の軌跡の延
長が回転軸と交差しない偏心カム状でもよい。
【００２７】
　ローラの成形面は、その回転軸まわりに輪郭線を連ねた軌跡（輪郭曲面）として規定さ
れる。輪郭線は直線状の線分でも曲線状の線分でもよい。金属板の外表面に当接する輪郭
線は、通常、直線状であればよい。
【００２８】
　成形面は、輪郭線が回転軸まわりに、所定の位相分（単に「成形区間」ともいう。）を
移動することにより形成される。本明細書では、ローラの基礎円（基礎円筒の外周円）ま
わりに位相を設定し、ローラによる金属板の外縁部の曲げ開始位置を第１位相（θ１）、
その外縁部の曲げ完了位置を第２位相（θ２）という。曲げ開始位置は、必ずしも成形面
と金属板の外表面との当接開始位置でなくてもよい。また曲げ完了位置は、必ずしも成形
面と金属板の外表面との当接終了位置でなくてもよい。
【００２９】
　成形面は、成形区間において、回転軸とのなす角度（α）が変化する輪郭線の軌跡でも
よいし、回転軸との距離（ｒ）が変化する輪郭線の軌跡でもよい。本明細書では、第１位
相（θ１）にある輪郭線を第１輪郭線（Ｌ１）、第１輪郭線と回転軸のなす角度を第１角
度（α１）、第１輪郭線と回転軸の距離を第１距離（ｒ１）という。同様に、第２相（θ
２）にある輪郭線を第２輪郭線（Ｌ２）、第２輪郭線と回転軸のなす角度を第２角度（α
２）、第２輪郭線と回転軸の距離を第２距離（ｒ２）という。成形面は、成形区間におい
て、輪郭線がα１および／またはｒ１から、α２および／またはｒ２まで連続して変化す
るときの軌跡となる。
【００３０】
　成形区間内のαとｒは、α１＜α２、ｒ１＜ｒ２を満たす範囲で、金属板の外縁部の曲
げ量（曲げ角度／成形角度）に応じて設定される。ここでαは、回転軸と輪郭線の各方向
ベクトルがなす角度とする。輪郭線が曲線のとき、輪郭線の方向ベクトルは、作用点にお
ける接線の方向ベクトルとする。ｒは、回転軸と輪郭線の最短距離とする。
【００３１】
（２）回転軸とのなす角度（α）が変化する輪郭線の軌跡からなる成形面を有する第１ロ
ーラは、例えば、その回転軸が曲げられる前の外縁部の外表面に略平行となるように配設
されるとよい。このとき、ローラの回転軸は、第１位相においてローラの成形面（第１輪
郭線／Ｌ１）が金属板の外表面に接するように（外縁部の曲げが開始されるように）、金
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属板の外表面から所定距離だけ離間（オフセット）して配置されるとよい。
【００３２】
　成形区間において、ローラの成形面と金属板の外表面との接触が維持される範囲内で、
０°≦α１＜α２≦９０°とするとよい。特に、α１が略０°であり、α２が略９０°な
ら、ローラ１回転あたり、金属板の外縁部は略９０°（Ｌ字状）に曲げられる。
【００３３】
（３）回転軸との距離（ｒ）が変化する輪郭線の軌跡からなる成形面を有する第２ローラ
は、例えば、回転軸が曲げられる前の外縁部の外表面に略垂直となるように配設されると
よい。このときも、ローラの回転軸は、第１位相においてローラの成形面（第１輪郭線／
Ｌ１）が金属板の外表面に接するように、その外周縁の端部等から所定距離だけ離間して
配置されるとよい。
【００３４】
　第２ローラの場合も、成形区間において、ローラの成形面と金属板の外表面との接触が
維持されるように距離（ｒ）を設定することで、金属板の外縁部の曲げ量を調整できる。
例えば、ｒ１からｒ２までの増加量が外縁部の曲げ幅（金属板の曲げ基点（変曲点）付近
から金属板の外縁端部までの距離）に相当すると、ローラ１回転あたり、金属板の外縁部
が略９０°（Ｌ字状）に曲げられる。
【００３５】
　第２ローラの成形面は、少なくとも第１位相付近に、外縁部の外表面との当接を補助す
る補助部を有するとよい。具体的にいうと、金属板の外表面へ入り込む誘導面（回転軸方
向に短い（薄い）面）等を第１位相付近に設けると、金属板の外縁部の曲げが円滑になさ
れる。
【００３６】
（４）本明細書では、適宜、上述した第１ローラの成形面を第１成形面、第２ローラの成
形面を第２成形面という。一つのローラに、複数の成形面が併存していてもよい。また、
成形面は、成形区間（θ１≦θ≦θ２）において、α１＜α２とｒ１＜ｒ２の両方を満た
す輪郭線の軌跡でもよい。
【００３７】
《曲げ工程》
（１）曲げ工程は、１段階でなされても、複数段階でなされてもよい。例えば、曲げ工程
は、外縁部を曲げる第１曲げ工程と、第１曲げ工程後の外縁部をさらに曲げる第２曲げ工
程とを備えてもよい。各工程における曲げ量（角度）は、略同じでも異なっていてもよい
。
【００３８】
　曲げ工程が、金属板の外縁部を略１８０°折り返す折曲工程であるとき、例えば、第１
曲げ工程はその外縁部を略０°から略９０°まで曲げ、第２曲げ工程はその外縁部を略９
０°から略１８０°まで曲げるとよい。第１曲げ工程と第２曲げ工程の曲げ量（角度）が
略同じなら、一つのローラまたは同形状のローラを複数用いて各曲げ工程を行うこともで
きる。
【００３９】
（２）ローラの１回転により曲げられる領域は、金属板の外縁部の一部である。このため
金属板の外縁部を広範囲にわたって曲げるときは、ローラ（回転軸）をその外縁部に沿っ
て移動させつつ曲げ工程がなされるとよい。ローラは、１回転毎に逐次移動してもよいし
、高速回転しつつ連続移動してもよい。
【００４０】
（３）曲げ工程により、金属板の外縁部を折り曲げるヘミング加工がなされてもよい。ヘ
ミング加工は、金属板単体を折り曲げる他、その金属板の内側に別な部材（金属板等）を
内包してなされてもよい。ヘミング加工の一例として、金属板であるアウターパネルの外
縁部を折り曲げて、その内側に配設したインナーパネルの外縁部を包み込む場合がある。
なお、ヘミング加工は、アウターパネルとインナーパネルの間に、接着剤やゴム材等を介
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在させてなされてもよい。ヘミング加工された折曲部は、さらにスポット溶接等がされて
もよい。
【実施例】
【００４１】
　金属板の成形に用いるローラを例示すると共に、そのローラを用いて折曲工程（第１曲
げ工程と第２曲げ工程）がなされる様子を示す。このような具体例を挙げつつ、以下に本
発明をさらに詳しく説明する。
【００４２】
《第１実施例》
（１）第１ローラ
　金属板Ｍの外縁部Ｍｅの曲げ成形に用いるローラ１（第１ローラ）の斜視図を図１Ａに
示した。また、ローラ１が、曲げ開始位置（θ１）で外縁部Ｍｅと接する様子を図１Ｂに
示した。
【００４３】
　ローラ１は、中心軸Ａ（回転軸）まわりの仮想的な基礎円筒Ｂの外周囲に形成された成
形面１０と、基礎円筒Ｂの一方端側にある基礎円を含む端面１１と、基礎円筒Ｂの他端側
にある基礎円を含む端面１２と、成形面１０の外周縁と端面１２の外周縁を連ねる外周側
面２０とを有する偏心カム状である。なお、端面１１、１２は中心軸Ａに直交し、外周側
面２０は中心軸Ａと平行な方向に延在している。
【００４４】
　成形面１０は、端面１１の基礎円の中心Ｏ周りの開始点Ｐ１（θ１）から延びる直線状
の線分Ｌ１（第１輪郭線）が、その中心Ｏ周りの完了点Ｐ２（θ２）から延びる線分Ｌ２
（第２輪郭線）まで変化するときの軌跡として与えられる。このとき、線分と中心軸Ａの
なす角度（α）は、線分Ｌ１と中心軸Ａのなす角度（α１）から、線分Ｌ２と中心軸Ａの
なす角度（α２）まで変化する。
【００４５】
　図１Ａには、一例として、α１＝０°、α２＝９０°の場合を示した。このとき、線分
Ｌ１は端面１１と直交しているが、線分Ｌ２は端面１１と同一平面上になる。また、図１
Ｂからわかるように、線分Ｌ２の端点Ｐ２１は、曲げ前の外縁部Ｍｅに関して、開始点Ｐ
１と同側にある。逆にいえば、それを満たすように、外縁部Ｍｅを曲げるときのローラ１
の回転量（θ）、基礎円の半径ｒ０と線分の長さｗ（ローラ１の軸方向厚さ）等が設定さ
れるとよい。例えば、ｒ０＝ｗの場合なら、ローラ１の回転角度が０°から最大３００°
までの範囲に、成形面１０が形成されているとよい。
【００４６】
（２）成形
　ローラ１により金属板Ｍの外縁部Ｍｅを０°から９０°までＬ字状に曲げる過程（第１
曲げ工程）を図２Ａに示した。さらに、そのＬ字状に曲げられた外縁部Ｍｅ１を９０°か
ら１８０°まで曲げる過程（第２曲げ工程）を図２Ｂに示した。外縁部Ｍｅ１の折り曲げ
により、別の金属板Ｎの端部を抱き込むヘミング加工がなされる。
【００４７】
　先ず、第１曲げ工程は次のようにしてなされる。図２Ａに示すように、ベースＫ１とホ
ルダＫ２により、金属板Ｍ（外縁部Ｍｅを除く）を保持する。ローラ１を金属板Ｍの外縁
部Ｍｅの下方に配設する。このとき、ローラ１の中心軸Ａを金属板Ｍ（曲げ前の外縁部Ｍ
ｅ）と平行にする。曲げ前の外縁部Ｍｅから中心軸Ａまでのオフセット量は、曲げの開始
点Ｐ１で、成形面１０と外縁部Ｍｅの外表面（下面）が、線状に接触（線分Ｌ１に沿って
接触）する距離とする。
【００４８】
　なお、説明の便宜上、上下方向と左右方向は図中に示した方向とする（以下同様）。ま
た、同様な部材については、代表的な部材について説明し、適宜、各部材の説明や符号の
表示を省略する（以下同様）。
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【００４９】
　図２Ａに示すように、ローラ１の回転に伴い、金属板Ｍの外縁部Ｍｅは下方から上方へ
略Ｌ字状となるまで曲げられて、外縁部Ｍｅ１となる。本実施例の場合、外縁部Ｍｅ１の
外表面とローラ１の端面１１は略平行となる。なお、図中に示した黒丸（○）は、金属板
Ｍの曲げ基点Ｐｃ（変曲点）を示している（以下同様）。
【００５０】
　次に、第２曲げ工程は次のようにしてなされる。図２Ｂに示すように、ベースＫ１とホ
ルダＫ２で、金属板Ｍと金属板Ｎを保持する。ローラ１を金属板Ｍの外縁部Ｍｅ１の右側
（外側）に配設する。このときローラ１は、サポータＫ３により、中心軸Ａが外縁部Ｍｅ
１と平行になるように支承される。またローラ１は、サポータＫ３により、成形面１０が
外縁部Ｍｅ１の外表面（右側面）に接すように上下方向と左右方向の位置調整がなされる
。
【００５１】
　図２Ａに示した場合と同様に、ローラ１の回転に伴い、外縁部Ｍｅ１は右方から左方へ
折り返されて外縁部Ｍｅ２となり、金属板Ｎの外縁部は外縁部Ｍｅ２により挟持される。
【００５２】
《第２実施例》
（１）第２ローラ
　金属板Ｍの外縁部Ｍｅの曲げ成形に用いるローラ２（第２ローラ）の斜視図を図３に示
した。
【００５３】
　ローラ２は、上述したローラ１とほぼ同形状である。但し、ローラ２は、ローラ１の外
周側面２０を成形面２０としている。成形面２０は、端面１１の基礎円の中心Ｏ周りの開
始点Ｐ１（θ１）から中心軸Ａ方向上にある短い直線状（略点状）の線分Ｌ１（第１輪郭
線）が、中心Ｏ周りの完了点Ｐ２（θ２）の拡径方向上にある端点Ｐ２１から中心軸Ａ方
向上に所定長さの線分Ｌ２（第２輪郭線）となるまでの軌跡として与えられる。
【００５４】
　このとき、各線分と中心軸Ａの距離（ｒ）は、線分Ｌ１と中心軸Ａの距離（ｒ１）から
線分Ｌ２と中心軸Ａの距離（ｒ２）まで単調増加している。開始点Ｐ１付近の成形面２０
は、中心軸Ａ方向の長さが短く、ｒの増加率も緩やかである。この開始点Ｐ１付近の成形
面２０は、金属板Ｍの外縁部Ｍｅの外表面に入り込む導入部２２（補助部）となる。
【００５５】
（２）成形
　ローラ２により金属板Ｍの外縁部Ｍｅを０°から９０°までＬ字状に曲げる過程（第１
曲げ工程）を図４Ａに示した。さらに、そのＬ字状に曲げられた外縁部Ｍｅ１を９０°か
ら１８０°まで折り返して曲げる過程（第２曲げ工程）を図４Ｂに示した。外縁部Ｍｅ１
の折り曲げにより、別の金属板Ｎの端部を抱き込むヘミング加工がなされる。
【００５６】
　先ず、第１曲げ工程は次のようにしてなされる。図４Ａに示すように、ベースＫ１とホ
ルダＫ２により、金属板Ｍ（外縁部Ｍｅを除く）を保持する。ローラ２を金属板Ｍの外縁
部Ｍｅの右端側に配設する。このときローラ２は、サポータＫ３により、中心軸Ａが外縁
部Ｍｅと垂直となるように支承される。またローラ２は、その端面１２が、外縁部Ｍｅの
外表面（下面）に対して略面一状か、僅かに下方側となるように配設される。これにより
成形面２０（特に導入部２２）が外縁部Ｍｅの外表面へ円滑に当接し得る。
【００５７】
　曲げ基点Ｐｃから中心軸Ａまでのオフセット量は、曲げの開始点Ｐ１で、成形面２０（
導入部２２）と外縁部Ｍｅの端部（右端面）が接触する距離（略外縁部Ｍｅの幅）とする
。図４Ａに示すように、ローラ２の回転に伴い、金属板Ｍの外縁部Ｍｅは右方から左方へ
略Ｌ字状となるまで曲げられて、外縁部Ｍｅ１となる。
【００５８】
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　次に、第２曲げ工程は次のようにしてなされる。図４Ｂに示すように、ベースＫ１とホ
ルダＫ２で、金属板Ｍと金属板Ｎを保持する。ローラ２を金属板Ｍの外縁部Ｍｅ１の上方
に配設する。このときローラ２は、サポータＫ３により、中心軸Ａが外縁部Ｍｅ１と垂直
になるように支承される。またローラ２は、成形面２０の導入部２２が外縁部Ｍｅ１の上
端か外表面（右側面）に当接するように、サポータＫ３により上下方向と左右方向の位置
が調整される。
【００５９】
　図４Ａに示した場合と同様に、ローラ２の回転に伴い、外縁部Ｍｅ１は右方から左方へ
折り返されて外縁部Ｍｅ２となり、金属板Ｎの外縁部は外縁部Ｍｅ２により挟持される。
【００６０】
　このように本発明の成形方法によれば、必ずしも複雑な動作を行うロボット等を用いる
までもなく、ローラの回転により金属板の曲げや折り返し等が効率的になされ得る。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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